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（写真）検察庁 “ラミレス元国連大使や PDVSA 関係者の調査について説明するサアブ検事総長” 

 

２０１７年１２月１１日（月曜） 

 

政 治                    

 「３３５市のうち３０８市は与党候補が当選」 

「野党連合 透明性の欠如を非難」 

 「制憲議会 選挙不参加を訴えた政党の処罰検討」 

 「国会議長 イタリア議会で人道支援求める」 

経 済                    

 「PDVSA 合弁会社の調査が正式に開始 

～ケベド総裁が CVP 社長を兼任～」 

 「PDVSA 複数のタンカーが港付近に滞留」 

 「検討中の新ガソリン価格は１ドル超」 

 「国営スーパー売却 大統領選まで延期」 

２０１７年１２月１２日（火曜） 

 

政 治                   

 「検察庁 ラミレス元国連大使の調査を開始 

～グアニパ氏も嫌悪流布罪で調査～」 

 「与野党交渉 １１４人の政治犯解放の可能性」 

 「カプリレス氏 メンドーサ氏出馬にコメント」 

経 済                   

 「ISDA 入札 国債評価額は額面の２割超」 

 「経済財務省 ３つの次官職が交代」 

 「２０１８年 ７０００％のインフレを予想」 

社 会                   

 「為替取締法違反で２１社の関係者逮捕」 
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２０１７年１２月１１日（月曜）             

政 治                       

「３３５市のうち３０８市は与党候補が当選」       

 

１２月１１日 与党の選挙対策班のトップを務めるホ

ルヘ・ロドリゲス情報通信相は全国市長選、スリア州知

事選での与党の勝利についてコメントした。 

 

「ベネズエラ社会主義統一党（PSUV）の候補者は全国

３３５市のうち３０８市で当選した。全国の９２％の市

は与党が勝ったことを意味する。２３州中２２の州都で

与党候補が当選した。我々は経済危機に置かれる中で歴

史的な大勝利を果たすことが出来た。 

 

ベネズエラの市長選の投票率は４７．３２％だった。こ

の数字は米国の大統領選の投票率よりも高い。」と与党

の勝利を祝福した。 

 

今回の市長選では２３の州都で野党候補者が当選でき

たのはタチラ州のサンクリストバル市（キリスト教社会

党（Copei））だけだった。 

 

また、野党について 

「第一正義党（PJ）と大衆意志党（VP）は消滅した。野

党の主導権は行動民主党（AD）、キリスト教社会党

（Copei）、社会主義党行動（MAS）、新時代党（UNT）、

発展進歩党（AP）の手に渡った。 

 

野党は暴力行為が良い結果をもたらしたか考えなけれ

ばいけない。経済制裁で国民を屈服させようとするのが

良い結果を生み出したか考えなければいけない。選挙の

ボイコットが良い結果を生み出したのか考えなければ

いけない。政府を非民主的で独裁政権だと非難しながら

対話に参加する矛盾した行為を考え直さなければいけ

ない。 

 

フリオ・ボルヘスは欧米諸国に食糧危機と人道支援を訴

えている。嘘をつくな。」 

と野党の方針について非難した。 

 

なお、今回の選挙の国際証人機関「ラテンアメリカ選挙

専門家委員会（Ceela）」は 

 

「１２月１０日の市長選について特筆するべき不正行

為の訴えは受けていない。我々は政治的なテーマについ

ては語らないが、敗北した候補者が訴えを起こすのは普

通のことだ。ベネズエラで行われた選挙は国際基準を満

たしており、ベネズエラ人の選挙意志が尊重されるシス

テムになっている。」と述べた。 

 

 

（写真）ホルヘ・ロドリゲス情報通信相 

 

「野党連合 透明性の欠如を非難」         

 

野党連合は１２月１０日の市長選について透明性の欠

如を非難した。 

 

以下、野党連合の声明文の簡易訳 

 

 

我々は政府による権力乱用を改めて確認した。祖国カー

ドを利用し、国民が問題を解決しようとする意志をゆが

めた。 
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選挙に参加した者の多くは自分の意志で投票したので

はなく、政府の圧力により投票させられた。 

 

彼らは国民の空腹を利用し選挙に勝利しただけで、与党

は勝利を喜んではいけない。１２月１０日の選挙では多

くの不正行為が行われた。 

 

票の集計作業には中立性のある監視人が立ち会ってお

らず、透明性が無い。我々は間違いなく、憲法で保障さ

れたレベルの選挙を実施していない。 

 

マドゥロ大統領が多数派の支持を集めていないことは

疑いようがない。 

 

 

今年１０月のアラグア州知事選で野党候補として出馬

したイスマエル・ガルシア氏は今回の結果について、 

 

「国民の４７％が投票したということは決してない。こ

れは国民への侮辱だ。」と非難している。 

 

なお、スリア州知事選で敗北した新時代党のマニュエ

ル・ロサレス氏は 

 

「スリア州の防衛に貢献できたことを誇りに思う。私見

では、今回の選挙は敵が多く、不平等で不適切なものだ

った。 

 

一部の野党政党が選挙不参加を発表したことが敗因だ

った。国民は投票しないことが何の結果も生み出さない

ことを理解しなければいけない。」 

と述べた。 

 

 

 

 

 

 

「制憲議会 選挙不参加を訴えた政党の処罰検討」                 

 

マドゥロ大統領が、今回の選挙への不参加を呼びかけた

政党は次回の選挙に参加できないようにするべきだと

発言した。 

 

同発言を受けて、デルシー・ロドリゲス制憲議長は 

「我々はベネズエラの政党の選挙参加システムについ

て再検討している。」とコメントした。 

 

大統領選は１８年初旬に開催される可能性が高いが、第

一正義党、大衆意志党からの出馬が出来ない可能性があ

る。大統領の任期は６年。 

 

次回の大統領選は２０１９年から２５年までの大統領

を選ぶための選挙になる。 

 

「国会議長 イタリア議会で人道支援求める」             

 

フリオ・ボルヘス国会議長はイタリアに赴き、イタリア

議会による「ラテンアメリカ・カリブ海議会フォーラム」

に出席した。 

 

ボルヘス議長は同フォーラムでイタリアの議員らに対

して人道支援の必要性を訴えた。 

 

「現在、ベネズエラの栄養失調率は戦時中の国と同様の

レベルにある。私がこの場に来た理由は食料、医薬品の

人道支援を我が国に送るための仕組みづくりを求める

ためだ。 

 

ベネズエラでは日々医薬品不足により国民が無くなっ

ている。生後間もない子供がベネズエラには１００万人

いるが、彼らは食べるものがない。今の状況を正当化で

きるような口実は存在しない。」と述べた。 
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参加したイタリア議員から、現政権が人道支援を拒む理

由について聞かれると 

 

「政府が人道支援を拒否する正当な理由はない。政府の

不寛容により毎日、国民が亡くなっている。ベネズエラ

国民と隣国はベネズエラへの人道支援の必要性を認識

している。」 

 

 

（写真）フリオ・ボルヘス氏ツイッター 

“イタリア議会フォーラムに参加するボルヘス議長 

（右から２番目の男性）” 

 

経 済                        

「PDVSA 合弁会社の調査が正式に開始           

     ～ケベド総裁が CVP 社長を兼任～」          

 

１２月６日付の官報４１，２９４号の石油省決議により

PDVSA と国内外の国際合弁事業者、委託者らとの契約

の見直しが行われた。 

 

官報によると３０日以内に契約内容の調査、確認が行わ

れる。 

 

また、同官報の政令３１９０号で合弁会社をまとめる

PDVSA の関係会社 CVP の総裁がマヌエル・ケベド

PDVSA 総裁に交代した。 

 

「PDVSA 複数のタンカーが港付近に滞留」        

 

複数の石油タンカーがベネズエラの港に滞留している。 

 

理由については書かれていないが、支払いの遅延による

滞留や燃料不足により輸入を増やしていることが原因

と思われる。 

 

サービス事業者への未払いによりベネズエラ国内の産

油量は減少している。また、施設のメンテナンス不足と

精製過程で必要になる原料の不足などを理由に最近の

報道ではベネズエラの主要製油施設パラグアナ製油所

の稼働率は１３％まで下落していると報じられている

（「ベネズエラ・トゥデイ No.68」１２月５日付の記事

参照）。 

 

経済情報サイト BancayNegocios が報じた Marine 

Traffic による１２月１２日時点のパラグアナ半島付近

のタンカー滞留状況は以下の通り。 

 

 

（出所）BancayNegocios 

 

「検討中の新ガソリン価格は１ドル超」         

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.70」１２月９日付の記事で

制憲議会がガソリン価格の改定を検討しているという

記事を紹介した。 

現在、制憲議会のダビッド・パラビシーニ議員は新価格

として以下のようにコメントしている。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/c5d7aae37745b1322f2251637c67dc50.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/7ca75106c92bccd64f83e4f78399b81e.pdf
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「我々は国内のガソリン燃料を国際基準と同等の価格

にする必要がある。国際基準価格とすれば、１リットル

１ドルくらいになるだろう。既に議会内の石油ガス委員

会にはこのプロジェクトを提出している。今週は経済委

員会で同プロジェクトを議論する予定だ。」 

 

なお、情報サイト Noticia Al Dia ではこのガソリン価格

が１．１ドル／リットルで議論されていると報じている。 

 

１ドルと言っても、ガソリンは現地通貨で販売されるこ

とになる。１ドルの価値は公定レートであれば１０ボリ

バルで、DICOM レートであれば３，５００ボリバル前

後になるだろう。 

 

そもそも１８年の為替制度がどのようになるかも明ら

かにされておらず、現時点では評価のしようが無いだろ

う。 

 

「国営スーパー売却 大統領選まで延期」        

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.65」で国営スーパーマーケ

ット「アバスト・ビセンテナリオ」が民間セクターに売

却されるとの報道を紹介した。 

 

本件について経済紙 El Estimulo によると、同社の内部

関係者が同スーパーの売却は大統領選後に延期された

とコメントしたようだ。 

 

「政府上層部からアバスト・ビセンテナリオの売却は大

統領選後にするように命令があった。同社の売却は選挙

結果に悪影響を与えると考えたことが理由だろう。マド

ゥロ大統領の再選に向けて、社会問題を落ち着かせる必

要がある。 

売却情報は嘘ではない。同社幹部と労働組合は既に会社

の売却に向けた検討委員会を組織している。」とコメン

トした。 

 

２０１７年１２月１２日（火曜）             

政 治                       

「検察庁 ラミレス元国連大使の調査を開始          

     ～グアニパ氏も嫌悪流布罪で調査～」        

 

１２月１２日 サアブ検事総長はラファエル・ラミレス

元国連大使の汚職調査を正式に開始すると発表した。 

 

「アンドラ銀行を通じた資金洗浄に関して、OMEGA 

Inc の役員を務めていたホセ・エンリケ・ルオンゴ氏と

ディエゴ・サラサール氏を拘束し、両者の事務所などか

ら多くの資料を押収した。 

 

その結果、ディエゴ・サラサール氏の持っていた資料か

らラファエル・ラミレス氏がこの取引に直接関与してい

たと示唆する資料を発見した。よって、ラファエル・ラ

ミレス氏への調査を正式に開始することを決めた。」 

と捜査の進捗を説明した。 

 

加えて、サアブ検事総長は、Petropiar の汚職で逮捕さ

れた元俳優のマニュエル・ソサ氏について、ソサ氏が知

る重要情報の提供と引き換えに同氏を免罪にしたこと

を明らかにし、同氏が提供した情報により４名の関係者

を追加で逮捕したと発表した。 

 

また、政治に関連したテーマとして、 

第一正義党（PJ）の党員で１０月１５日の市長選でスリ

ア州知事選に出馬し、当選したものの制憲議会への宣誓

を拒み知事に就任できなかったファン・パブロ・グアニ

パ氏について、捜査を開始すると発表した。 

 

理由はスリア州知事選に関連して暴力行為を引き起こ

すための工作行為が行われたという訴えを受けたため

と説明した。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/30fedf4ecc7057c008c1071785b3c97d.pdf
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「与野党交渉 １１４人の政治犯解放の可能性」           

 

１２月１５日に与野党交渉が行われる。大衆意志党（VP）

のルイス・フロリダ議員は、外国プレス協会（APEX）

に対して、現在拘束されている３８２人の政治犯のうち、

１１４人の政治犯が解放される可能性があると述べた。 

 

フロリダ議員は解放される可能性のある１１４人の政

治犯について、２７名は病気を理由とした人道的な理由

で釈放され、１７名は既に釈放命令を受けているがまだ

解放されていない政治犯が含まれると説明した。 

 

また、収容所での拘留から自宅軟禁措置への移行や刑罰

の軽減などの考慮も期待できると述べた。 

 

他、食料品や医薬品など外国からの支援を受け入れるた

めの人道支援の必要性についても政府に訴えているこ

とを明らかにした。 

 

「カプリレス氏 メンドーサ氏出馬にコメント」              

 

第一正義党（PJ）のエンリケ・カプリレス元ミランダ州

知事は、ポラール社社長のロレンソ・メンドーサ氏出馬

の噂について、 

 

「私はロレンソ・メンドーサ氏のような政治のアウトサ

イダーが大統領選に出馬することは良いことだと考え

ている。現状を見る限り政治的に無縁な人間が大統領選

出馬にはふさわしい。 

 

経済危機下で彼のようなものが大統領になることは良

いと思う。しかし、国を導くことと、企業を導くことは

同じではないことを知る必要がある。」 

とコメントした。 

 

 

 

カプリレス氏のコメント自体は特に野党支持者から非

難を受けるものではないと思うのだが、アントニオ・レ

デスマ氏を支持するタマラ・ソサ氏は「国を導くことと、

企業を導くことは同じではないことを知る必要がある。」

とのコメントを受けて、 

 

「私はロレンソ・メンドーサ氏が野党連合を構成する４

分の３の政治家よりも国を動かすことが出来ると確信

している。メンドーサ氏は知性と価値と仕事を遂行する

能力、誠実さと愛情を持っている。彼の意志を削ぐよう

なことを言うな。」 

とカプリレス氏を非難し、同発言に追随する市民が増え

ている。 

 

経 済                       

「ISDA 入札 国債評価額は額面の２割超」            

 

１２月１２日 国際スワップデリバティブ協会（ISDA）

は１１月１６日に信用イベント発生を認定した１９年、

２４年満期のベネズエラ国債について、保険支払額を決

めるための競売を実施した（信用イベントの発生に関す

る報道は「ベネズエラ・トゥデイ No.60」１１月１６日

付の記事参照）。 

 

その結果、同社債の時価は額面の２４．５％と決まった

（２３．５％との報道もある）。CDS でプロテクション

を受けた者が額面１０００万ドルの国債を持っている

場合、７５５万ドル（７６５万ドル）を保険金として受

け取ることになる。 

 

同競売にはバンクオブアメリカ、バークレイズ、シティ

グループ、ゴールドマンサックス、JP モルガン、ソシエ

テジェネラル、スタンダードチャータードバンクなどが

参加した。 

翌１３日には PDVSA の入札が行われる予定だ。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/6e7fe5a3153d674b2c5c16683791f511.pdf
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「経済財務省 ３つの次官職が交代」                

 

１２月１１日付け官報第４１，２９７号の政令３，１９

８号で経済財務省の次官が複数名変更した。 

 

融資担当次官をイリアナ・ルッサ・テラン氏に交代。 

 

経済調整担当次官をハビエル・レオン・アンチュステ

ギ氏に交代。 

 

国家予算・財政担当次官をオスワルド・ペレス・クエ

バス氏に交代。 

 

ルッサ・テラン氏はロス・アンデス大学卒。２０１４

年２月からベネズエラ経済開発銀行（BANDES）のダ

イレクターを務めていた人物。 

 

レオン・アンチュステギ氏はBANDESが２００８年に

株式９４％を取得したボリビアのProdem銀行の頭取だ

った人物。また、１７年２月からBANDESの副頭取を

務めていた。 

 

ペレス・クエバス氏は国家開発基金（FONDEN）のダ

イレクター。 

 

１７年１０月に経済財務相に就任したシモン・セルパ氏

は BANDES と FONDEN の代表を務めている。ベネズ

エラでありがちな近親者の引き抜きと考えて間違いな

いだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「２０１８年 ７０００％のインフレを予想」          

 

経済調査会社エコアナリティカの役員アスドゥロバル・

オリベロ氏は民放のインタビュー番組に出演し、２０１

７年の年間インフレ率は２，４００％になるだろうと予

測。 

 

物価は２０１８年も更に加速し、楽観的に考えても７，

０００％になるとの見通しを示した。 

 

物価の高騰によりベネズエラ経済は破壊されており、特

に壊滅的な打撃を受けたのは商業セクター。次いで建設、

金融だとコメントした。 

 

なお、オリベロ氏は与野党交渉の野党側アドバイスメン

バーに加わっている。 

 

与野党交渉について聞かれると 

「与野党交渉について否定的な見方をする者は多い。心

情は理解できる。だが、与野党交渉がなければ状況はさ

らに悪化する。ベネズエラの経済情勢はまだ底を打って

いない。更に悪くなる素地がある。」 

 

社 会                         

「為替取締法違反で２１社の関係者逮捕」          

 

１２月１２日 サアブ検事総長は為替取締法違反の容

疑で２１社の代表を逮捕したことを明らかにした。 

 

「外貨管理委員会（CADIVI）と国家貿易センター

（CENCOEX）で不正を行った会社について捜査は着実

に進展している。１２０社に絞り調査を実施しており、

うち２１社の代表を不適切な外貨申請の容疑で逮捕し

た。」と説明した。 

以上 


